
商工にのへ 令和２年11月１日発行

第140号

◇商工会のうごき　令和２年度第２回常任理事会及び第３回理事会を開催、
　令和２年度経営発達支援事業評価委員会を開催、フェイスシールドを寄贈、
　ＧｏTｏトラベル事業説明会を開催
◇お知らせ事項　ＧｏTｏ Ｅａｔについて、感染症対策補助金の申請はお早目に、岩手県最低賃金が
　改正されました、新型コロナ感染症に係る日本政策金融公庫の融資について、二戸市商工会創立
　60周年記念事業について

主な内容

商工会は、行きます・聞きます・提案します。〈行動する商工会〉

二戸市商工会本所　〒028-6101　二戸市福岡字横丁24番地　電話 0195（23）4361　FAX 0195（23）4363
浄 法 寺 支 所　〒028-6854　二戸市浄法寺町下前田37番地４　二戸市役所浄法寺総合支所内３階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 0195（38）2416　FAX 0195（38）2674



令和２年度 第２回常任理事会及び第３回理事会を開催
　令和２年９月24日（木）、第２回常任理事
会が午後３時から、同じく第３回理事会が
午後４時から、いずれも二戸ロイヤルパレ
スにおいて開催されました。
　第２回常任理事会には、会長、副会長、
専務理事、常任理事の８名が出席し、以下
の協議事項について、事務局より説明し、
出席者に諮ったところ全員異議なく承認さ
れました。

　続いて、第３回理事会が開催され、役員27名中22名が出席、生内会長のあいさつの後、下
記の議案について審議を行い全議案が可決承認されました。
　議事の主な内容は次のとおりです。

協議事項１　二戸市創立60周年記念誌発刊について

協議事項２　二戸市創立60周年記念永年勤続従業員等表彰について

協議事項３　二戸市商工会表彰規程について

協議事項４　二戸市商工会創業・創立記念会員事業所表彰規程について

議案第１号　会員の加入承認について
　「会員の加入承認」については、令和２年７月10日から令和２年９月23日までの間に加入申込
があった２事業所について加入が承認されました。

議案第２号　伴走型小規模事業者支援推進事業費補助金の交付申請について
　事務局より令和２年度の経営発達支援事業推進のため、標記の補助金を申請した経過及び申請
内容について説明し、承認されました。

議案第３号　二戸市商工会創立60周年記念誌発刊について
　事務局より、創立60周年記念誌発刊の内容について説明し、会長、副会長、専務理事、常任理
事及び事務局合わせて14名で実行委員会を組織し、令和２年12月までに記念誌発刊を進めること
で説明し、承認されました。

議案第４号　二戸市商工会創立60周年記念永年勤続従業員等表彰について
　事務局より、創立60周年記念永年勤続従業員表彰の申請状況と表彰状、感謝状の原案と予算案
について説明し、原案通り承認された。

議案第５号　二戸市商工会表彰規程について

議案第６号　二戸市商工会創業・創立記念会員事業所表彰規程について
　事務局より、新たに二戸市商工会表彰規程、二戸市商工会創業・創立記念会員事業所表彰規程
を整備することを説明し、承認されました。

議　　事
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報告第１号　会員の脱退について

報告第２号　伴走型小規模事業者支援推進事業費補助金の交付決定と事業実施について

報告第３号　新型コロナウイルス感染症対策等について
　事務局より、報告第１号、報告第２号、報告第３号について説明があり、了承されました。

報告事項

令和２年度第１回経営発達支援事業評価委員会を開催
 令和２年９月18日（金）午後２時、令和２
年度第１回経営発達支援事業評価委員会が、
二戸市農村勤労福祉センターにおいて開催
されました。
 当日は、委員５名と事務局が出席し、
「伴走型小規模事業者支援推進事業」など
令和２年度の経営発達支援事業の取り組み
と事業の進捗状況を説明した。
 委員からは、新型コロナの影響で実施で
きない事業については、代替支援ができな
いか検討が必要との意見をいただきました。

フェイスシールドを寄贈
㈱ツガワ様より二戸市商工会に
フェイスシールドを３００個寄贈
　令和２年10月12日（月）午前11時より
㈱ツガワ二戸工場の櫻庭俊幸工場長が来所
し、二戸市商工会に感染症対策として
「フェイスシールド３００個」の寄贈式が
行われました。
　生内会長は、「感染症対策でマスクだけ
では対応できない業種もあるので大変あり
がたい。有効活用させていただきます。」
とお礼の言葉を述べました。
　商工会では、希望する会員事業所に配布
予定です。
　フェイスシールドをご希望の会員事業所
は、商工会まで電話にてご連絡ください。
（ＴＥＬ２３－４３６１）
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Go To トラベル説明会を開催
　令和２年10月７日（水）二戸市シビックセン
ター１階ホールにおいて、Ｇo To トラベル岩
手事務局と二戸市商工会共催で「Go To トラ
ベル地域共通クーポン」の説明会が開催され
ました。
　説明会は、午前10時からと午後３時からの２回
に分けて行われ、合計19名の参加がありました。

●問い合わせ先　Go To トラベル事務局コールセンター
　（受付時間 10時～ 19時、年中無休）0570-017-345    03-6747-3986

注）共通クーポン取扱店舗の登録を行なっていない店は、クーポンを受け取ることができません。ご注意ください。
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●なお、二戸市商工会本所では、令和２年11月２日（月）からプレミアム飲食券を販売予定です。
（商工会の販売については、販売期間中の土日、祝日、年末年始（12/29～１/３）を除く月～金曜日の
　午前９時から午後５時までとなります。）

　Go To Eatとは、新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受ける飲食店等の需要喚起のため、
プレミアム飲食券を発行する事業で、農林水産省が進めている事業です。
　主な内容は、下記のとおりです。

Ｇｏ Tｏ ＥａｔについてＧｏ Tｏ Ｅａｔについて
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お知らせ事項

いわてGo To Eatキャンペーン概要
食事券冊子は 5,000円分（500円×10枚綴り）を4,000円で販売します。

参加飲食店の募集は、10月20日から開始。

食事券冊子の販売は、11月1日から開始、来年1月31日迄です。

食事券の利用期間は、11月1日から開始、来年3月31日迄です。

いわて Go To Eatキャンペーン事務局

取扱店舗の登録およびお問い合わせ

オフィス（業務時間：平日10:00～18:00）

岩手県盛岡市盛岡駅北通4番4号

飲 食 店 用 問 合 せ ⇒ 019-624-5050
HPアドレス www.iwate-gotoeat.jp

名称 いわてGo To Eatキャンペーン

発行者 いわてGo To Eatキャンペーン事務局（いわて絆コンソーシアム）

発行総額 50億円（プレミアム率25％）

発行セット数 最大 100万セット（１セット 5000円、額面 500円×10枚綴り）

販売価格 1セット 4,000円で販売

購入限度額 １購入当たり1人5セット20,000 円（額面計25,000円分）まで

使用期間 2020年11月1日（日）から2021年3月31日（水）まで

冊子販売期間 2020年11月1日（日）から2021年1月31日（日）まで

販売方法 岩手県内の各商工会、スーパー等で販売
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「令和２年度岩手県補正予算地域企業感染症対策等支援事業費補助金」
（補助金上限10万円）の受付が７月より始まっています。
10月１日現在で、該当する事業所の申請が半数に届いておりません。
申請は12月末で終了いたしますので、お早めに郵送又は商工会窓口まで持参ください。
（記載方法が分からない場合は、お気軽にご相談ください。）

　この補助金は、事業者の皆さんが各種業界団体の定めるガイドライン等に沿って取り組む感染症対
策「飛沫感染防止のためのアクリル板やビニールカーテン、非接触式体温計や消毒液の購入」などの
経費を補助するものです。
　また、飲食店が新たに業態転換（テイクアウトや宅配等）に要した経費も対象です。
【対　象　者】
　①中小企業者又は個人事業主
　②来店型の店舗を県内に有する事業者
　・飲食業　・小売業　・サービス業　・鉄道及び道路旅客運送業
　※中小企業者を構成員とする団体も可
【補　助　額】
　補助対象経費について、10万円を上限に実費（実際に支払った金額・税抜）を補助します。ただし、
　マスク等の消耗品費は３万円が上限。
【補助対象期間】
　令和２年４月～１２月
　※令和２年４月１日以降で交付決定前に着手した経費も支払いの確認ができれば対象とします。

　令和２年10月３日改正令和２年10月３日から、岩手県
最低賃金が「７９３円（時間額）」に改正されました。
　最低賃金は、年齢やパート・学生アルバイトなどの働
き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されま
す。
　なお、最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、
労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、
通勤手当、家族手当、賞与は含まれません。

感染症対策補助金の申請はお早目に！感染症対策補助金の申請はお早目に！

岩手県 が改正されました！

【お申込み・お問い合わせ先】
　二戸市商工会本所 ＴＥＬ２３－４３６１、浄法寺支所 ＴＥＬ３８－２４１６
　●国の「持続化給付金」及び「家賃支援給付金」について、電子申請の手続きが困難な事業者の
　　皆様を対象とした申請サポート窓口を開設しています。
　　（上記の連絡先まで事前に電話予約必要。）

岩手県最低賃金
７９３円（時間額）
令和２年10月３日改正
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■ 新型コロナ感染症に係る日本政策金融公庫（国民生活事業）の融資について

制度名 新型コロナウイルス感染症対策特別貸付

適用開始日

下記の条件に該当した場合、３年間無利子化
【特別利子補給制度の対象要件】
個人事業主（小規模）：要件なし
小　規　模（法　人）：売上高15％減

新型コロナウイルス対策マル経

３月17日（火）

貸付対象者
新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受け、最近１か月の売上高が５％以上
減少している事業者

貸 付 期 間
（据置期間）

設備：20年（５年）
運転：15年（５年）

設備：10年（４年）
運転： ７年（３年）

貸 付 利 率

○4,000万円以内まで
　当初３年間▲0.9％
○4,000万円超
　全期間:1.26～1.65%

当初３年間▲0.9％（0.31％）
４年目以降1.21%

貸付限度額 別枠 8,000万円 別枠 1,000万円

そ　の　他

二戸市商工会創立60周年記念事業について

新型コロナ感染症に係る日本政策金融公庫（国民生活事業）の融資について新型コロナ感染症に係る日本政策金融公庫（国民生活事業）の融資について
　二戸市商工会では、新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者様への資金繰り支援策
について、令和２年３月10日（火）より「新型コロナウイルスに関する緊急経営相談窓口」を開設し、
相談を受け付けております。

　商工会法施行60周年記念事業については、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため記念式典、
及び記念講演会を開催せず、永年勤続従業員表彰並びに記念誌発刊を行う予定ですでにお知らせ
済みです。
　「永年勤続従業員表彰」については、８月に全会員に通知したところ、27事業所から１３６人の
推薦があり、12月までに賞状、記念品を配布する予定になっています。
　また、併せて元役職員４名及び現職員２名に感謝状を交付する予定です。
　「商工会法施行60周年記念誌」の発刊については、会長、副会長、専務理事、常任理事及び事務局
合わせて14名で実行委員会を組織し、令和２年12月までに記念誌発刊を進めることになってお
ります。

●なお、上記の融資を受けて利子補給対象となる方には、後日、「中小企業基盤整備機構」より
利子補給交付申請書等の書類が送付されることとなっております。

　必要事項を記入の上「交付申請書」を「中小企業基盤整備機構」あて提出し、最長３年間の利
子補給を受けることができます。※申請手続き等についてご不明の場合は、二戸市商工会まで
ご相談ください。
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